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こみち

松井久悦氏 作品

当院院内保育園 作品

当院の2階に設けられたこのエリアは、当院の展示ボランティアが管理・運営をしております。絵画や写真など、1ヵ月ごとに

展示作品を入れ替えており、どなたでもご覧いただけます。11月は松井久悦氏による絵画作品9点と、院内保育園「ことり

保育園」園児による絵画作品15点を展示しました。今後の展示予定は下記の通りとなっております。

展示月 展示内容（予定）

12月 掛川市教育委員会作品

1月 絵画（展示希望作品）

2月 写真（フォトさんさん）

3月

①菅野千代子写真展

（「美しい故郷・福島」：3/1～3/9まで）

②絵画作品（絵画同好会3/10～）



中東遠総合医療センター開院後初めてとなる、院内クリスマスコ

ンサートを下記の通り開催します。旧掛川市立総合病院の時代か

ら数えて16回目となる今回は、前回と同様、東京女子医科大学

看護学部の1年生による合唱・ピアノ演奏をお送りします。

患者様と一緒に楽しいひとときを過ごし、少しでも心の安らぎにな

ればと思っております。参加された皆様と一緒に歌うコーナーも用

意しておりますので、お誘い合わせのうえ是非ご参加ください。

10月17、18日に京都で行われた、第52回全国

自治体病院学会に行ってきました。昨年度の掛

川市立総合病院の4東病棟で行った研究『意思

疎通困難な患者の家族が看護者に求めているも

のは何かを知る』を発表しました。

患者さんの思いや家族の思いを大切にする看

護が発表されており、改めて患者様主体の看護

ケアをしていきたいと思いました。震災後というこ

とで、災害を意識したテーマも目につきました。

さすが京都！

おもてなしの

心も多く、コング

レスバッグは一

澤帆布のトート

バッグ！ 正直

これが１番うれし

かったです。

クリスマスコンサートのお知らせ

日時 12月12日（木） 午後7時～8時

場所

中東遠総合医療センター

1階 ホスピタルモール

参加費 無料

▼図書・情報コーナーをご利用ください▼

H24 掛川市立総合病院でのコンサートの様子

日日日日 時時時時 平成26年1月25日（土） 10:00～12:00

場場場場 所所所所 中東遠総合医療センター 3階 大会議室
講講講講師師師師①①①① 耳鼻いんこう科 診療部長 臼井 広明 医師

講講講講師師師師②②②② 整形外科 診療部長 浦崎 哲哉 医師

参参参参加加加加費費費費 無料 申申申申込込込込みみみみ 不要

問問問問合合合合せせせせ 経営戦略室

第4回 医療市民講座を開催します職員募集のお知らせ

最新の情報につきましては、後日お知らせいたします。

院内報、ちらし、ホームページ等でご確認ください。

平成26年度4月採用、中東遠総合医

療センターの職員を募集します。

詳しくは病院ホームページ、または掛

川・袋井両市広報誌をご覧ください。

募集職種

言語聴覚士、作業療法士、

理学療法士、臨床検査技師、

臨床工学技士、

助産師・看護師、

医療ソーシャルワーカー、

事務職員

問合せ

管理課総務係

☎0537-28-9501

「絵画の小径」のある2階エスカレーターそばには、図書・情報コーナーを設け

ております。図書については、闘病記などを中心に255冊ご用意しており、患者

様、ご家族様にご利用いただけます。

基本的なルールは、①院外に持ち出さない、②院内への持ち出しは1人1冊

まで、③読んだ本は書棚に戻す、となります。

その場でお読みいただくこともできます。診察の待ち時間にご利用ください。

また、寄贈図書の受け入れも行っております。下記の「利用が困難な図書」を

除く図書の寄贈にご協力くださいますよう、お願いいたします。

図書・情報コーナーでの利用が困難な図書
汚破損本、書き込みのあるもの、古い実用書や旅行ガイド、古い百科事典や全集、新聞、雑誌、漫画、など

※なお、寄贈いただきました図書の取り扱いにつきましては、図書・情報コーナーに一任していただきます。



診

No.3 脳神経外科 文責 副院長兼脳神経外科診療部長 市橋鋭一医師

脳神経外科は、頭部、特に、頭蓋骨の中で起こるあらゆる病気、例えば、

ず が い こ つ

外傷、腫瘍、脳血管障害（出血、梗塞）を診察する科です。

し ゅ よ う こ う そ く

さらに、当院では、整形外科と共に、脊椎脊髄センターを共にして、脳ばか

せ きつ いせきずい

りでなく、脳と深く関係のある脊椎脊髄の病気に関しても、診察治療してい

ます。

当院脳神経外科は6人のスタッフで構成されており、その全員が学会認

定の専門医であります。高度の診断能力と技術を兼ね備えた医師が脳を

脅かす病気に、24時間365日、対処できる体制が完成しています。また、こ

の能力を活かすことのできる診断機器、高性能CT3台、MRI（1.5&3.0T）2

台の設備、技術を活かすことのできる県下唯一の高性能脳血管撮影装置と手術用顕微鏡の設備もあります。

当科の診療の中で、最も重要で力を入れている分野は、脳出血、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓など、脳血管障害、

そ く せ ん

いわゆる脳卒中です。その人の一生の運命を左右すると言っても過言ではない、突然発症する脳卒中を、いかに早く

診断して、治療できることに当院脳神経外科は一番力を注ぎ込んでいます。そのための専門医6名が在中しており、更

に手術が必要になった場合でも、侵襲が比較的大きい開頭術のみでなく、低侵襲の神経内視鏡手術や脳血管内手

し ん し ゅ う

術（脳血管内治療センター常設）も常時可能な体制を構築しています。

脳卒中は大変怖い病気です。高血圧、糖尿病、高脂血症などのメタボリックシンドロームに関係する病気は是非、治

療してください。万が一激しい頭痛、嘔吐、半身麻痺、会話不能、呂律障害、更に意識障害などが、自分又は家族に

ろ れ つ

起こったら、すぐに、病院に運んでください。脳卒中は時間との戦いです。発症後早く治療を開始すれば、元の生活に

戻れる可能性がある病気です。

中東遠総合医療センター脳神経外科は、近隣に類を見ない6人の専門医、高水準診断機器、治療機器を増備して

おります。市民の期待に応じることのできる病院ができました。そして、市民の皆様の更なるご期待にそえます様に、より

高い技術をめざしていきます。この中東遠地区に住んでいて良かった、安心だと喜んでもらえる、地域に根付いた病院

を完成させていきます。

No.4 神経内科 文責 副院長兼神経内科診療部長 若井正一医師

■どのような疾患・症状を診療する科ですか？

神経内科は、脳梗塞、てんかん、脳炎・髄膜炎、認知症、脊髄疾患、末梢

神経障害、筋疾患などの疾患を対象とします。症状としては、麻痺、しびれ、

痙攣、意識障害、物忘れ、脱力などです。

け いれん

■当院ならではのすぐれた点はありますか？

神経内科の専門医が常勤する医療機関は中東遠地域では少数です。そ

のため、当科では神経疾患全般を対象として診療を行っています。現在の

医学常識に沿った標準的な医療を実践できるように心がけています。

■特に力を入れている診療・業務

睡眠疾患医療センターを設置して睡眠医療を行っています。県から認知症疾患医療センター

の指定を受けて、中東遠地域の認知症医療の中核を担っています。

■市民の皆様に向けて一言

かかりつけ医をお持ちの方は、その紹介状をご持

参いただければ、診療が円滑になります。なお、神

経内科は内科の一部門であり、そのスタッフは基本

的には内科医です。うつ、不安、無気力、パニックな

どの場合、メンタルクリニックや精神科などの受診を

お勧めします。

療 科 の 紹 介

脳神経外科 医師

神経内科 スタッフ

認知症疾患医療室(1階)

睡眠医療センター(6階)



１2月 中東遠総合医療センター

エリア 診療科 診察室 月 火 水 木 金 お知らせ

1 ＡＭ 交代制 (初) 船村 (初) 神原 (初) 永井 (初) 佐藤彰 (初)

ＡＭ 交代制 (初) 丸山 船村 丸山 吉村

ＰＭ
丸山 (予)

(股関節外来)
船村

(小児股関節外来)

3 ＡＭ 伊藤孝 (再） 佐藤 永井
鳥飼／打田

（脳外医師出向）
伊藤孝

●木曜日　鳥飼は第１・３・５週
　　　　　打田は第２・４週

4 ＡＭ 小松
市橋(予)

（脳外医師出向）
小松 リウマチ外来 ●スポーツ外来は月曜15時～(小松)(予)

●形成外科は第２､４金曜日 午後(高成)

5
腰椎

ＡＭ
神原 (予)

(脊椎)
内田 (予)

（脳外医師出向）
浦崎 (予)

(脊椎)
吉村 (予)

(脊椎)
浦崎 (予)

(脊椎)
●月曜日 午後は神原(初)(予)(脊椎)
●水曜日 午後は浦崎(初)(予)(脊椎)

7 ＡＭ 京兼 (初/再) 久世 (初/再） 久世 (初/再) 京兼 (初/再) 河合徹 (初/再)

8 ＡＭ 小出史 交代制 渡邉克 河合徹 渡邉克

9 ＡＭ 落合 小出史 豊田
久世

（乳腺外科）

10 ＡＭ 交代制
福本

(呼吸器外科)
レミン

1 ＡＭ 城向 田中総 磯部／田中 城向

2 ＡＭ 森川 紅林 一居 森川 紅林

3 ＡＭ 吉田 川瀬 吉田 一居 磯部

4 ＡＭ 打田 梅津 (初) 小出和 内田賢(初) 小出和

5 ＡＭ 内田賢 市橋 市橋 打田 (初)

6 ＡＭ 鳥飼 (初) 鳥飼 山田隆壽 (初) 鳥飼 梅津

7 ＡＭ 池中 (予)(初) 認知症検査 認知症検査 認知症検査 認知症検査

9 ＡＭ
若井

(睡眠)
原 (予)(初)

若井
(睡眠)

若井 (再)
(認知症)

原 (再)

 人工透析外科 10 ＡＭ 赤堀 沼野 藤田 赤堀 沼野

 血液内科 11 ＡＭ 田中正 名倉 後藤 田中正

1 ＡＭ 佐藤隆 (初)

2 ＡＭ 佐藤隆 赤堀 赤堀 佐藤隆 赤堀

 呼吸器内科 3 葛 牧野 田中太 田中一 牧野

5 酒井 藤田
鈴木／酒井

隔週
藤田 鈴木大

6 山本順 山本順

7 AM/PM 日吉 日吉 日吉 日吉

8 AM/PM 山田隆之 山田隆之 山田隆之 山田隆之

1 春日井 高柳 渡邉晶 春日井 高柳

2 小野 坂井 小野 交代制 坂井

3 鮫島 ●木曜日　鮫島は第１・３週

4 術前
診察 交代制 交代制 交代制 交代制 交代制

5 山本洋 内山智 三村 山本洋 内山智

6･7 ＡＭ 夫 (初) 夫 夫 (初) 夫 夫

7･8 ＡＭ 井上 井上 井上 井上 (初)

10･11 ＡＭ 齊藤 齊藤 (初) 齊藤 齊藤 齊藤 (初)

1 神藤 金森 村上 神藤 幸村

2 村上 幸村 鈴木一 金森 金山

3 杉原 (初)

1 中根 (初/再) 中根 (初/再) 河合篤 (初/再) 中根 (初/再)

2 蟹本 (初/再) 河合篤 (初/再) 蟹本 (初/再) 河合篤 (初/再)

3
蟹本

(性機能障害外来)
●性機能障害外来：月曜日14時～
　紹介状なしで予約可

4 青島／星野友 安間 安間 安間 安間

5 ＡＭ 犬塚 犬塚 糟谷 犬塚 犬塚

1 ＡＭ 久保田 矢田 久保田 久保田 矢田

ＡＭ 水野 古橋 水野 古橋 水野

ＰＭ
岩島 (循環器)

第１･３週
福家 (アレルギー)

第１･３･５週
都築 (腎臓)

第４週(不定期)

中西／石川
(内分泌)／(循環器)

第１週／第１週

3 ＡＭ 内田博 内田博 内田博 内田博 内田博

5 ＰＭ
予防接種
第２･４週

乳児健診　4ヶ月 乳児健診　10カ月
予防接種

第１週を除く
乳児健診　1ヶ月

1 土屋 (特殊) 土屋 土屋 土屋 (特殊) 土屋

2 鳥居 鳥居 鳥居(特殊) 鳥居 鳥居 (初)

3 伊藤浩 伊藤浩(特殊) 伊藤浩 伊藤浩 伊藤浩 (初)

4 ＡＭ 交代制 臼井 臼井 (初) 臼井 臼井 (初)

5 ＡＭ 泉 (初) 泉 泉 (初) 泉

6 近藤
加納／新村

隔週

 腫瘍放射線科 8 AM/PM 一戸 (初) 一戸 (再) 一戸 (初)

ＡＭ 腎臓内科医交代制 酒井 沼野 藤田

ＰＭ 主治医制
鈴木/酒井

隔週

CAPD外来 ＡＭ 主治医制
　　■受付時間：午前７時４５分～１１時００分
　　■診療時間：午前８時３０分～
　　　 ※緊急手術や学会等への出席のため、担当医師の変更や休診する場合があります。

　　□入院患者さんへの面会時間　　平日：午後１時～午後８時　　土、日、祝日：午前１１時～午後８時
　　※（初）：初診、（再）：再診、（予）：予約　　　　　　　　　　　　　　　※午後は予約のみ

Ｃ

 総合内科

 血液浄化
 センター

沼野

 眼科

Ｇ

Ｈ

●火、木曜日 15時～ 子供外来(小～高校)
●火、木曜日 14時～ エコー
●補聴器相談は水曜日 12時30分～

Ａ

Ｅ

Ｆ

 外科

Ｄ

Ｂ

 糖尿病･
 内分泌内科

 整形外科

 神経内科

 泌尿器科

 耳鼻
 いんこう科

 消化器内科

休診

 歯科
 口腔外科

 麻酔科

●土屋　月、水、木曜日は午前のみ
●伊藤　火曜日は午前のみ
●鳥居　月、火、水曜日は午前のみ
●特殊は医師指定患者のみ

各科外来担当医一覧表
2013年11月14日情報

 循環器内科

 脳神経外科

2

●月曜日 午後は池中(再)
●月、水曜日 午前は睡眠検査
●月曜日 午後4人のみ　完全予約
●睡眠外来は紹介状なしで予約可

●木曜日　磯部は第１・３・５週
　　　　　田中は第２・４週
●ペースメーカー外来 火曜日 午後

 腎臓内科

●夫　火、木曜日は午前のみ
●井上　火、木曜日は午前のみ
●齊藤　火、木曜日は午前のみ

 産婦人科

 小児科

 皮膚科

2

●月曜日　青島は第１・３・５週
　　　　　星野は第２・４週
●安間　木曜日は午後診療あり
●犬塚　火曜日は午後診療あり

●予防接種の予約は
　水・木・金曜日　14時～16時
　予約専用電話：0537-28-8115


